
  令和３年度　大分市バドミントン協会（含む県大会以上)行事予定 R3.3.20

※各個別大会への対応に際してはそれぞれ大会直近の要項等を参照して下さい。 ※大分県関係、九州・全国関係大会はR3,14現在です。

開催日 曜日 大　会　名 会　　場 予定日 大　会　名 会　　場

11 日 大分市春季市民大会 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｺﾀﾞﾏ大洲ｱﾘｰﾅ 3/31～4/4 大阪ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ2021 大阪府

13 火 全日本ﾚﾃﾞｨｰｽクラブ対抗県予選 大分市ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ

18 日 県社会人大会（団体戦） 豊後大野市大原体育館

24～25 土日 ダイハツ全国小学生ABC大会県予選 べっぷアリーナ

24～25 土日 大分市選手権大会 南大分体育館

20 木 大分市ﾚﾃﾞｨｽ新人大会 南大分体育館 5/8～10 ６８回全九州総合選手権 熊本県

15～16 土日 県社会人大会（個人戦） 未定 28～31 ６１回九州学生ﾘｰｸﾞ 宮崎県

29～30 土日 大分市ｽﾎﾟｰﾂ少年団春季交流大会 南大分体育館 5/29～6/2 日本ﾗﾝｷﾝｸﾞｻｰｷｯﾄ 埼玉県

29～31 土～月 県高校総体 べっぷアリーナ

6 日 県レディース大会（団体戦） 大分市ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ 6/18～20 １４回全国社会人クラブ選手権　個人戦 愛知県

18～24 月～月 第７０回九州学生選手権大会 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｺﾀﾞﾏ大洲ｱﾘｰﾅ 18～21 ５６回全九州高校体育大会 長崎県

26 土 国体予選（少年） 別府市市民体育館 18～24 ７０回九州学生選手権大会 大分県

5～6 土日 ジュニアオリンピック 日田市総合体育館 23～27 ７０回全日本実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 愛知県

3 土 国体予選（成年） ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｺﾀﾞﾏ大洲ｱﾘｰﾅ 7/18～21 ３７回若葉カップ小学生大会 京都府

3～4 土日 大分市ｽﾎﾟｰﾂ少年団中学生交流大会 南大分体育館 24～8/2 東京2020オリンピックバドミントン競技 東京都

4 日 県レディース大会（個人戦） 大分市ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ 8/3～5 ５０回九州中学校競技大会 佐賀県

10～11 土日 県学生選手権春季大会 大分大学　第１体育館 7～8 ８回全日本学生ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ 神奈川県

17 土 豊後ｵｰﾌﾟﾝ小学生大会 べっぷアリーナ 8～13 ７２回全国高等学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 富山県

17～18 土日 全日本ｼﾞｭﾆｱ県予選 未定 15～19 ６０回全日本教職員大会 新潟県

18 日 社会人サーキット竹田大会 久住総合体育館（予定） 13～15 ２２回ﾀﾞｲﾊﾂ全国小学生ＡＢＣ大会 熊本県

28～29 木金 中体連県総体 佐伯市総合体育館 17～22 ヨネックス秋田ﾏｽﾀｰｽﾞ大会２０２１ 秋田県

15～18 ２２回全国高等学校定時通信制大会 神奈川県

20～22 ４１回九州国体九州ブロック大会 久留米市

20～23 ５０回全国中学生大会 山梨県

21～22 土日 大分市スポーツ少年団ジュニア選手権大会 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｺﾀﾞﾏ大洲ｱﾘｰﾅ 23～31 ６１回西日本学生選手権大会 福岡県

22 日 九州レディース大分県予選 大分市ｺﾝﾊﾟﾙﾎｰﾙ 26～29 ３９回全日本レディース選手権大会 山形県

29 日 全国小学生大会県予選 県立武道スポーツセンター 28～29 ４４回全日本高等専門学校大会 岩手県

11～12 土日 県民体育大会バドミントン競技 ダイハツ九州アリーナ（未定） 9/3～8 全日本社会人ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 鳥取県

17～20 第４０回全日本ジュニアﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｺﾀﾞﾏ大洲ｱﾘｰﾅ 17～20 ４０回全日本ジュニアﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 大分県

未定 社会人サーキット臼杵大会 臼杵市諏訪山体育館（予定） 18～20 日本スポーツマスターズ2021 岡山県

26 木（祝日） 大分市秋季市民大会 南大分体育館 26～29 ７６回国民体育大会 三重県伊勢市

27～10/3 ダイハツ・ヨネックスオープン 未定

3 日 大分市ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｺﾀﾞﾏ大洲ｱﾘｰﾅ 10/15～21 ７２回全日本学生選手権大会 奈良県

14 木 大分市ﾚﾃﾞｨーｽ新人大会兼一般の部 南大分体育館 16～17 ４３回九州ﾚﾃﾞｨｰｽ選手権大会 鹿児島県

23 土 大分県教職員大会 県立武道スポーツセンター 22～24 ３８回九州小学生大会 鹿児島県

23～24 土日 県中学生新人大会 べっぷアリーナ 未定 ヨネックス国際親善ﾚﾃﾞｨｰｽ2021 未定

7 日 県社会人大会（団体戦）　秋季 豊後大野市大原体育館 11/6～2/13 バドミントンS/Jﾘｰｸﾞ2021 全国各地

6～7 土日 大分市ｽﾎﾟｰﾂ少年団秋季交流大会 南大分体育館 19～22 ３８回全日本シニア選手権大会 福岡県

13～14 土日 県高校新人大会 べっぷアリーナ 21～23 九州小学生連盟各県対抗団体戦 未定

13～14 土日 県学生選手権秋季大会 大分大学　第１体育館

20～21 土日 県協会長杯 豊後大野市大原体育館

28 日 湯けむりレディースオープン大会 べっぷアリーナ 12/3～5 １６回全日本レディース大会（個人戦） 香川県

4～5 土日 県小学生ダブルス選手権大会 豊後大野市大原体育館 17～19 ２０回日本ジュニアグランプリ2021 栃木県

13 日 県総合選手権大会 別府市民体育館 17～20 ５０回九州高校選抜大会 鹿児島県

18～19 土日 県中学生大会 未定 20～26 ７５回全日本総合選手権大会 東京都

18～19 土日 府内オープン2021 南大分体育館 25～29 ３０回全国小学生選手権大会 福島県

16 日 県スポーツ少年団交流大会 県立武道スポーツセンター 1/4～7 ３５回九州ジュニア強化合宿 鹿児島県

未定 社会人サーキット日出大会 未定

11 月祝 県高校学年別大会 情報科学高（予定） 2/19～20 ６７回九州社会人選手権大会 熊本県

13 日 県混合選手権大会 別府市民体育館 2/20～22 ２２回全国社会人クラブ選手権　団体戦 岡山県

17 木 大分市レディース選手権大会 南大分体育館 26～27 １５回九州オープン中学生大会 鹿児島県

19～20 土日 県小学生シングルス選手権大会 県立武道スポーツセンター

13 日 社会人サーキット別府大会 別府市民体育館 3/24～28 ５０回全国高校選抜大会 栃木県

12～13 土日 県小学生団体戦 豊後大野市大原体育館 25～27 ２２回全日本中学生選手権大会 徳島県

21 月祝 大分市ｽﾎﾟｰﾂ少年団部交流会 南大分体育館
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